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Information 今今月のみみず月のみみずQQuizuiz？？？？
～豆知識が増えて、これであなたも雑学王 !?

丸善出版新刊NEWS10

人、木に寄るを「休」という。古くから伝わることわざは、自
然現象と人とのかかわりの中で生まれました。休日は都市か
ら郊外へ、さらに遠い山への人の流れがあります。不安な
日々が続く中、森林で自由気ままに過ごしたい‥『新装版こ
とわざの生態学』は、普段使っていることわざの深い意味を
知る一冊です。ここで問題！

A.④草津⇒【新装版　ことわざの生態学】P136

森の空気を身体に浴びて呼吸をする森林療法。
明治時代にドイツ人医師ベルツによって推奨さ
れ、森林療法が試みられた温泉地は？
①　別府　　②　道後
③　有馬　　④　草津

Q.

●【重版情報】『ワールド・ウォッチ 地図と統計で見る世界』
ながらくお待たせして申し訳ございません。10月中旬出来予定です。
ご予約分は入荷次第ご手配申し上げます。

●『人類と感染症の歴史』『続・人類と感染症の歴史』
著者の加藤茂孝先生のインタビュー記事が「週刊新潮」

（8月27日発売）に掲載
「疫病禍から世界を救ってきた日本人の陰徳」 という6ページ
にわたる特集記事で、本書の書影も掲載されました。

mのひとコマ

月間売上げBEST10月間売上げBEST10

❶ 理科年表　2020
 国立天文台 編
 定価（本体1,400 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30425-9

❷ 素粒子の探究で宇宙がみえてくる
 波場センセイのとっておき 50 話
 波場 直之 著
 定価（本体1,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30515-7

❸ 一歩先へススメ
 本当に知っていますか！ 乳がんを早く見つけるための知識

中京テレビ放送 恩田千佐子と「ススメ」プロジェクト　編著
 定価（本体1,000 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30513-3

❹ ついに見えたブラックホール
 地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎
 谷口 義明 著
 定価（本体 2,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30518-8

❺ 極論で語る麻酔科
森田 泰央 著　香坂 俊 監修　龍華 朱音 イラスト

 定価（本体 3,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30523-2

❻ いかにして問題をとくか
 柿内 賢信 訳
 定価（本体1,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-04593-0

❼ 「やさしい日本語」表現事典
 庵 功雄 編著　志賀 玲子・志村 ゆかりほか 著
 定価（本体 3,800 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30512-6

❽ パターン認識と機械学習　上
ベイズ理論による統計的予測

 元田 浩・栗田 多喜夫・樋口 知之ほか　監訳
 定価（本体 6,500 円 + 税）
 ISBN978-4-621-06122-0

❾ 極論で語る循環器内科 第 2版
香坂 俊 編著　永井 利幸・村木 浩司・宗形 昌儒 著

 定価（本体 3,200 円 + 税）
 ISBN978-4-621-08876-0

ベーシック圏論
普遍性からの速習コース

 斎藤 恭司 監修　土岡 俊介 訳
 定価（本体 3,700 円 + 税）
 ISBN978-4-621-30070-1

人気シリーズ
最新作！

人気天文学者の
注目作！

11月に
2021年版刊行！

読売新聞、婦人
公論などで紹介

今、注目されて
いるテーマ！

「中東」というと、イスラム教や石油、あるいは政治や
国際問題のイメージでしょうか。一方で「オリエント」という
と、エジプトのピラミッド、古代文明や砂漠など、歴史的ロ
マンあふれるイメージが広がります。全く別物のようなこの
2つですが、実は「オリエント」は現在「中東」と呼ばれる地
域にすっぽり入ります。日本人にはわかりにくい現代の中東
問題。オリエントからの歴史・文化的状況を知ることも重要
です。200名を超えるその道の専門家を執筆陣に迎え、
さまざまなテーマを取り上げ、写真も多数盛り込んだ、見て
読んで面白い事典です。
　文学・哲学・音楽・演劇・美術など、多くの分野で世界に
知られるドイツ。日本も、政治・社会・文化・科学・医学
などで多大な影響を受け、ビールやソーセージ、サッカー
など、なじみ深いものもたくさんあります。そうしたドイツ
文化の奥深さを、幅広いテーマでわかりやすく解説。ワン
テーマ見開き完結でどこから開いても興味深く読める、
大好評の文化事典シリーズです！
※書誌情報の詳細は
　別紙「今月の新刊・注文書」をご参照ください。

世界各地の文化を多彩なテーマで広く深く解説した文化事典シリーズ最新作！世界各地の文化を多彩なテーマで広く深く解説した文化事典シリーズ最新作！

　　　　　　『中東・オリエント文化事典』『中東・オリエント文化事典』
　　　　　　『ドイツ文化事典』『ドイツ文化事典』

今月の新刊 Pick up



▲リーフレットのイメージ(現在、鋭意作成中！) 

 生物学の歩みとイラストが掲載される予定です。 

『『キキャャンンベベルル生生物物学学』』とと学学ぶぶ  

生生物物学学のの偉偉人人たたちちフフェェアア  

 
 
 
 
 
 
  
 
  

☆貴店番線印☆

生物学は命とは何かを紡ぐとても興味深い学問の一

つです。小社で刊行する生物学書籍を一堂に会した

フェアを開催いたします。 

生物学オリンピックの公式推薦図書として定評を受

けている、『キャンベル生物学』のなかからぜひ知っ

ておきたいトピックスを厳選したお客様への配布用

リーフレットをご用意しております。 

『キャンベル生物学』の表紙にちなんだ、ヒマワリ

の種を『キャンベル』購入者用ノベルティとして提

供。この機会にぜひご展開ください。 

※本フェアに関する特別条件・注意事項 

・3ヵ月延勘返品条件付・返品了解者：小畑 

・フェア開催期間 11月から随時可 

・品切、出来遅延によりセット内容が予告なく変更

される場合がございます。 

丸善出版株式会社  フェアのご案内 
 

ご注文・お問合せは・・・丸善出版（株）書籍営業部まで    FFAAXX::0033‐‐33551122--33227700 

生物学・理工書・フェア ご担当者様 

下記にご記入およびチェックをお願い申し上げます。 

☆☆ごご担担当当者者様様名名：：                  

☆☆搬搬入入希希望望日日：：    月月    日日頃頃    □□即即時時搬搬入入希希望望  

ご記入のない場合は、即時搬入いたします。ご了承ください。 

お問い合わせは書籍営業部・小畑、片山(TEL:03-3512-3254)まで 

№ セット名 
冊数 

本体金額 
ご注文数 

１ 
基本セット ノベルティ：パネル一枚、リーフレット 20枚、ヒマワリの種５袋 

『キャンベル生物学』と科学読み物を中心にしたライトなセット。幅広く、薄めに選定をして
います。 

49点・77冊 
169,200円 

セット 

２ 
応用セット ノベルティ：パネル一枚、リーフレット 30枚、ヒマワリの種５袋 

読み物に加えて、大学で使われる教科書なども追加。面出しもしやすいようにボリューム
も増加した内容です。 

58点・110冊 
305,700円 

セット 

３ 
発展セット ノベルティ：パネル一枚、リーフレット 50枚、ヒマワリの種１０袋 

ボリューム内容も最大級のセットです。これでもか！というご展開も可能です。 

64点・155冊 
473,100円 

セット 
 



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【数学史を一望する事典】

数学史事典
日本数学史学会（編）
予価（本体22,000円+税）　A5判・752頁　ISBN978-4-621-30522-5　C3541

数学でもあり科学史でもある「数学史」という分野。それは数学が時代背景と数学以外の様々な科学・
技術とのかかわりの中でどう生まれ、発達したかを扱う学問である。日本数学史学会の編集の元で、
15の章に分けて様々な数学の生成と発達をテーマごとに紹介する、全世界の数学と数学史を一望のも
とに収める事典。

数学・統計学 > 数学読み物 > 数学史

注文数 書店番線印【吸着現象の基礎から応用までを網羅した１冊】

吸着の科学　第 3 版
安部 郁夫・石川 達雄・近藤 精一（著）
予価（本体3,500円+税）　A5判・240頁　ISBN978-4-621-30545-4　C3043

吸着現象の基本的原理から応用まで、幅広く網羅した入門書として好評を博してきた書籍の第3版。
化学系以外の背景をもつ技術者や学生でも理解できるよう、吸着科学の基礎的な部分をとくに丁寧に
記述した。さらに、第3版では、近年のデータを取り入れ、吸着剤、吸着操作の項目を中心にアップデー
トした。

化学・化学工学

注文数 書店番線印【CAEに必要な理論をコンパクトに学ぶ】

例題で極める非線形有限要素法
CAE で正しい結果を導くための理論トレーニング
渡邉 浩志（著）
定価（本体3,800円+税）　A5判・192頁　ISBN978-4-621-30566-9　C3053

本書はCAE技術を入門レベルから専門家レベルにステップアップするためのテキストです。例題を積
極的に活用し、CAEの基礎から、有限要素法やV&V、弾塑性、超弾性・粘弾性、接触解析、熱応力
解析などの各種解析方法までを解説しています。

機械・金属・材料 > 機械工学一般 > 有限要素法

注文数 書店番線印【超音波を診断と治療に活かす！】

Point-of-Care 超音波 原書第 2 版
――電子書籍（日本語・英語版）付
山田 徹・南 太郎（監訳）
予価（本体12,000円+税）　A5判・514頁　ISBN978-4-621-30456-3　C3047

「point of care超音波（POCUS）」米国のバイブルが、日本初翻訳！！電子版付き。1,000点以上の動画
が視聴可能！監訳者・山田徹医師、南太郎医師をはじめ国内「POCUSコース」講師陣による安心の内
容。小型化により、注目を浴びる「POCUS」を急変や痛み等の評価・診断・治療に活かすためのコツ
とポイントが満載。

医学・薬学 > 臨床医学・内科系 > 放射線・画像医学

注文数 書店番線印【古代～現代の歴史・文化の連続と断絶を解明】

中東・オリエント文化事典
鈴木 董・近藤 二郎・赤堀 雅幸（編集代表）
定価（本体20,000円+税）　A5判・820頁　ISBN978-4-621-30553-9　C0522

現代の中東は、イスラーム以降の文明と、イスラーム以前の古代オリエントの文明の2層から成り立っ
ている。しかし、両者の間の断絶と連続を明らかとしようとする試みは非常に限られている。本事典は、
この課題の解明に向けた第一歩である。16章立てに363項目を凝縮し、ワンテーマ見開き完結でどこ
から開いても興味深く読める構成とした。

人文科学 >総記・事典（文化人類学・人文地理学・民俗学）



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【ドイツの文化の奥深さをわかりやすく解説】

ドイツ文化事典
石田 勇治（編集代表）
予価（本体22,000円+税）　A5判・770頁　ISBN978-4-621-30564-5　C0522

ドイツと聞いてイメージするものといえば、ビールやソーセージなどの食文化、サッカーなどのスポー
ツ文化、女性運動や環境運動などの政治文化、美術や音楽またはルターやヒトラーなどの歴史上の人
物など多種多様であろう。そこで本事典は、こうした多様なドイツ文化の局面を紹介しながら、その
奥行きの深さをわかりやすく解説している。

人文科学 >総記・事典（文化人類学・人文地理学・民俗学）

注文数 書店番線印【人間力を高め、幸せに豊かに生きるための法】

対人コミュニケーションの人間学
エニアグラムによる自己分析と他者理解
鈴木 秀子（監修）　片岡 由加・植田 栄子（著）
定価（本体2,000円+税）　A5判・208頁　ISBN978-4-621-30552-2　C3011

自分は自分らしく持って生まれた魅力を生かせるようになれる。他者を理解し、受け入れられるように
なれる。人間関係を良くすることにも役立てられる。｢９つの性格分類｣ の特徴(自己分析)がマスター
できると、人間力が高まり幸せに豊かに生きることができるようになれる――待望されたエニアグラム
･テキストの決定版！

人文科学 >心理学 > 臨床心理

注文数 書店番線印【文化交流からひもとくデンマーク文化の彩】

デンマーク文化読本
日本との文化交流史から読み解く
長島 要一（著）
定価（本体2,200円+税）　四六判・240頁　ISBN978-4-621-30559-1　C0022

北欧の国デンマークの文化・芸術には、アンデルセンやロイヤルコペンハーゲンなど、日本でも馴染
みの深いものが多く存在する。現代でも、デザインや食、ライフスタイルといった観点からもその魅
力が世界に発信されている。本書は、デンマークと日本という小国を舞台にした文化交流の記録をも
とに、身近な話題とともに現地在住の著者が解説する。

人文科学 >歴史学

注文数 書店番線印【都道府県ごとに名門/名家を徹底解説】
47 都道府県シリーズ
47 都道府県・名門 / 名家百科
森岡 浩（著）
定価（本体4,000円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30549-2　C0521

NHK人気番組 ｢日本人のおなまえっ！｣ のコメンテーターも務める姓氏研究家の森岡浩先生が、『47都
道府県・名字百科』に引き続き今度は各都道府県の「名門/名家」について解説。都道府県ごとに特色
に従って様々な名門/名家が登場。気になる名門・名家が探しやすい都道府県別編集！付録には公家
一覧も掲載。

人文科学 >歴史学＞民俗学

注文数 書店番線印【私達は現代（いま）をどう生きればいいのか】
いまを生きるためのシリーズ
いまを生きるための社会学
友枝 敏雄・樋口 耕一・平野 孝典（編）
予価（本体3,800円+税）　四六判・320頁　ISBN978-4-621-30555-3　C1036

理論社会学と実証社会学の知見を現実の社会問題解決に援用する応用社会学的手法によって、家族、
ジェンダー、格差、環境などからグローバリゼーションに至るまで、現代人が直面しうる様々な社会
問題（トピックス）の捉え方・乗り越え方について、1テーマ見開き2p/4p完結で、平易に解説する。

人文科学 >社会学


